
202１年度以前に審判資格を取得された方へ

サッカー４級審判資格更新講習会/更新手続きに関するご案内
一般社団法人神奈川県サッカー協会

審判部会

翌年度（202３年4月1日～202４年3月31日）も審判活動を希望される方は、審判資格の更新が必要です。
審判資格の更新は、更新講習会の受講および翌年度登録料の納付をもって完了いたします。
以下の流れをご確認のうえ、手続きを進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
すでに日本サッカー協会よりご案内のとおり、２０２３年度のルール改正よりルールブックの冊子配布はなくなります。
2024年度以降の更新のご案内はハガキなどの簡易版に変更を予定しております。

●ＪＦＡラーニング（ｅラーニング講習会） または 実地講習会 のどちらかを受講してください。

●ＪＦＡ ＫＩＣＫＯＦＦシステムより申し込み、お支払いを済ませてください。
○ＫＩＣＫＯＦＦシステム及びＪＦＡラーニング利用の推奨環境は次のとおりです。

■Windows OS
• WEBブラウザ： Google Chrome（最新版）、Microsoft Edge（最新版）

■Mac OS
• WEBブラウザ： safari（最新版）

※上記対応環境に含まれる場合でも、OSのバージョンやお客様のご使用環境によっては、ご利用頂けない場合がございます。
■パソコン(ブラウザ)の設定
• KICKOFFシステムでは、さまざまな操作の過程でポップアップ（新しい画面が最前面に表示されること）が表示されます。Safari、Google 

Chromeなどのブラウザには、これを表示させない機能（ポップアップロック）があり、この機能が作用している場合は正しい画面が表示されませ
ん。

１． 更新方法

２． 登録申し込み及び登録料支払い

【KICKOFFシステムについてのお問い合わせ先】

JFA登録サービスデスク TEL 050-2018-1990
平日 10:00～18:00（祝日を除く）

ＪＦＡラーニング 又は 実地講習会のどちらかをお選びください。
※ ＪＦＡラーニング（ｅラーニング講習会）に申込・支払後、実地講習会へ変更することは出来ませんので、ご注意ください。

○ ＪＦＡラーニング（ｅラーニング講習会）
▽開催時期： 202２年11月14日（月）より

▽最終申込締切日： 202３年 ２月２０日（月）

• インターネットで教材を配信するものです。

• 受講者は、自分のペースでＰＣに向かい学習できます。

①ＫＩＣＫＯＦＦから申込・支払方法の選択

②講習会受講料および翌年度登録料支払

③ＪＦＡラーニング受講・修了＝更新手続き完了

所要時間：約２時間程度

昨今、ＪＦＡラーニングに申込・支払後、最後まで受講
されない方が増えています。期限内に受講を修了さ
れませんと、更新手続きが完了せず、翌年度失効と
なってしまいますので、期限内に必ず最後まで受講
してください。

お願い

返金について

返金時期は、202３年7月末ごろの予定です。
受講料と手数料の７00円を差し引いた額を、郵便為替で返金させていただきます。

○ 実地講習会
▽開催時期： 202３年２月２６日（日）

▽最終申込締切日： 202３年２月 ７日（火）

• 集合形式の講習会です。

• 講師が説明します。

• パソコン操作に自信のない方はこちらをお薦めします。

①ＫＩＣＫＯＦＦから申込・支払方法の選択

②講習会受講料および翌年度登録料支払

③講習会を受講

所要時間：約80分程度

受講申込と同時に受講料及び次年度登録費の支払いをお願いし
ています。支払い後のキャンセルおよび受講当日の欠席は返金
となります。

https://onl.tw/aWd9uNX



【サッカー】ＪＦＡラーニングによる更新を希望される方へ
1 申込期間及び受講期間

申込期間 受講期間

202２年１１月1４日（月）～202３年2月20日（月） 202２年11月1４日（月）～202３年2月28日（火）

注）申込期間と受講期間は異なります。申込期間を過ぎますと受講期間内であっても申し込みは出来ません。受講希望の方は申込期間
内に必ず申し込みを済ませ、指定された期日までに費用の納入をお済ませください。

注）例年３月に救済期間を設けますが、ご案内はいたしませんので、期日中の受講にご協力をお願いいたします。

２ 受講料および翌年度登録料

○ 一般 5,600円
（受講料：1,100円 202３年度登録料：ＪＦＡ2,500円 神奈川県ＦＡ2,000円）

○ ユース 2,500円
（受講料：0円 202３年度登録料：ＪＦＡ500円 神奈川県ＦＡ2,000円）

※現在ユースの方は、202３年度19歳の方でも、ユースの登録料で更新されます。

※別途システム利用料（116円～200円）がかかります。

３ 申込方法

（1）下記の（公財）日本サッカー協会ホームページで詳細をご確認の上、ＫＩＣＫＯＦＦからお申込みください。

https://bit.ly/2TcZCjR

（２）受講に際しては、下記のＪＦＡラーニング利用者マニュアルをご一読ください。

（３）ＪＦＡラーニング推奨環境

４ その他

• ＫＩＣＫＯＦＦにログイン直後、表示される「JFAID会員情報の確認・変更」より、登録されているご住所に誤り・変更等がないか、いま

一度ご確認ください。

• 何らかの事情で受講できなかった場合は、ＫＩＣＫＯＦＦに登録されているご住所宛てに、郵便為替で返金致します。

• 返金時期は、202３年7月末ごろの予定です。

【返金金額】

一般 3,８00円（受講料1,100円、事務手数料７00円とシステム利用料は返金されません。）

ユース 1,８00円（事務手数料７00円とシステム利用料は返金されません。）

【ご注意】
支払後に実地講習会へ変更することはできません。よくご検討
の上、お申し込みください。

● Windows OS
WEBブラウザ：Google Chrome（最新版）、Microsoft Edge（最新版）

● Mac OS
WEBブラウザ：Safari（最新版）

※上記対応環境に含まれる場合でも、OSのバージョンやお客様のご使用環境によっては、
ご利用頂けない場合がございます。
※Internet Explorer 11は、Microsoft社 の Internet Explorer サポート終了に伴い、
2022年6月17日以降のご利用について非推奨とさせていただきます。

Windows 8.1、10（タブレットモードを除く）

※ブラウザでポップアップブロックを有効にされている場合、
正しく表示されない場合があります。
ご利用の際はブラウザ設定でポップアップブロックを解除してください。
ポップアップブロックを解除するための設定方法については、こちらからご確認ください。
https://bit.ly/3vA7Be6

※2019年度更新より、
審判員向けJFAラーニングをiPhone（iOS / Safari の組み合わせ）にて受講いただけるようになっておりますが、
推奨環境外からのご利用となりますのでご注意ください。

https://bit.ly/3TKQYXq



1 開催日および申込期間

【ご注意】 申込期間内であっても定員に達しますと申し込みは出来なくなります。

2 講習内容（所要時間 約80分程度）

 競技規則の改正について

 映像などによる研修会

 質疑応答、事務連絡（地域・種別トレセンについてなど）

3 受講料および翌年度登録料

 講習会申込時に受講料及び次年度登録料を事前にお支払いください

○一般 6,150円

（受講料：1,650円 2023年度登録料：ＪＦＡ2,500円 神奈川県ＦＡ2,000円）

○ユース 2,500円

（受講料：0円 2023年度登録料：ＪＦＡ500円 神奈川県ＦＡ2,000円）

※現在ユースの方は、2023年度19歳の方でもユースの登録料で更新できます。

※別途システム利用料（116円～200円）がかかります。

4 申込方法

（1）（公財）日本サッカー協会ホームページ より、KICKOFFにログインし、申込みをしてください。

（2）KICKOFFへログイン後、講習会研修会よりご希望の日程に申し込み、規定の受講料・登録料をお支払いの上、受講してください。

※詳しくは次ページをご覧ください。

【当日持参するもの】

・2022/2023競技規則 ・REFEREE’S DIARY ・筆記用具

5 更新手続き方法

講習会受講後に必要な手続きはありません。

6 その他

（１）2022年度に新規資格取得の方は、講習会に申し込みをする必要はありません。

（２）申し込み後の支払前のキャンセルは、ＫＩＣＫＯＦＦメニュー画面に表示されている「申請状況の確認」よりしていただけます。

（３）受講料支払い後のキャンセル及び講習会の当日に欠席をされた場合は、２０２3年７月末頃に受講料（1,650円）及び

手数料（７００円）を差し引いた金額を郵便為替で返金いたします。

【返金額】 一般：3,８00円 ユース：１，８００円 （システム利用料は返金されません）

※為替の郵送先は、講習会申込み時のご住所になります。

（４）KICKOFFにログイン直後、表示される「JFAID会員情報の確認・変更」より、登録されているご住所に誤り・変更等がないか、

いま一度ご確認ください。

（５）電話での申込みは受付致しません。

（６）遅刻、早退は欠席扱いとなります。

（７）会場へは公共の交通機関でお越しください。

（８）会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

日程 会場 定員 申込開始日 申込終了日 受付開始時間 講習開始

1 ２０２3年２月２６日（日） かながわ労働プラザ 150 12月26日（月） ２月７日（火） ９時20分 ９時４０分

【サッカー】実地講習会による更新を希望される方へ



【サッカー】講習会申し込み手順
講習会は、KICKOFFサイトにて受講の申込みをし、受講料及び次年度登録料をお支払いいただきます。
ユース年代の方は登録費のみの支払いで受講が出来ます。

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/loginを開き、 JFAID取得
時に設定したログインIDとパスワードを入力→ログインしてください。
続けて赤い枠の「KICKOFF」をクリックしてください。

2022年度 競技規則が届いていない
方は、ログイン直後に表示される
「JFAID会員情報の確認・変更」より、
ご登録されているご住所・お電話番号
等を必ずご確認の上、情報を修正して
ください。
また届いていない物品の手配について
は、下記へお問い合わせください。
受講以降、お引越しされる場合もこち
らでの情報修正をお忘れないようお願
いいたします。

【お問い合わせ先】
ＪＦＡ登録サービスデスク
ＴＥＬ：０５０－２０１８－１９９０
受付時間：月～金 10:00～18:00

（※祝日除く）

「審判」
→「講習会・研修会」
→「講習会・研修会申
込み」
の順にクリックします。

講習会・研修会申込み画面へ変わりましたら、区分
の▼で「更新講習会」を選択して検索します。

１

２ ３

４

５ ６

検索結果から申込期間・受講期間を検討し、希望
コースの「講習会・研修会名」をクリックします。

講習会・研修会詳細をご確認の上、右下の「申込/
支払手続きへ」をクリックします。

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
内
容
を
確
認

【クレジットカード】
「購入」クリック後、すぐに受講できます。

【コンビニ】
セブンイレブンなら払込番号をレジで伝え
るだけですぐに支払ができます。
その他のコンビニは店内の端末機の操作
が必要です。
支払がシステムへ反映されるまでしばらく
時間を要します。

【ペイジー】
ペイジー対応のATMやネットバンキング
が利用できます。
但し、銀行の営業時間外の場合支払が済
んでもシステムへの反映は翌営業日とな
りますので、受講スタートまでに時間がか
かります。



【申し込みについてのご注意】

（１）講習会は、受講料（登録費を含む）の支払いを完了した方のみが受講可能となります。コンビニ払いを選択された方は申込日より１週

間が支払い期限となります。お支払いが無い場合は自動的にキャンセルとなります。

（２）申し込みの手続きが完了されていない方も、１週間後に自動的にキャンセル扱いとなります。

以上の点にご注意の上お申し込みください。

【ＪＦＡラーニング受講時のご注意】

（１）ラーニングの最後は、ウインドウを右上の×で閉じると最後まで受講したことになりませんのでご注意ください。

（２）期日までに終了しない場合、資格が無効となりますのでご注意ください。

【実地講習会受講時のご注意】

（１）来場の際及び講義中は必ずマスクを着用してください。

（２）受講当日、受付時に体温が３７．５度以上の方については受講不可とさせて頂きます。

（３）受講予定日の前後２週間は検温および体調管理をお願いします。受講前の２週間以内に３７度以上の発熱、および咳、咽頭痛、風邪

等の症状、味覚・嗅覚障害等、体調が優れない等の場合、受講を控えるようにお願いします。

（４）受講後、２週間以内に３７．５度以上の高熱、息苦しさ、強いだるさ等の症状が発症した場合、先ずは新型コロナウイルス感染症に関

する一般的なご相談を、地域にある窓口にお問い合わせください。コロナウイルス感染症を発症された方は、神奈川県サッカー協会

審判担当者までご連絡願います。

【実地講習会主催者からのご協力依頼】

新型コロナウイルス感染の拡大防止の対策として以下の対応を行いますので、ご確認ください。

（１）受講当日「【提出用】健康チェックシート神奈川ＦＡ版（講習会受講者用）」に必要事項を記入し、提出していただきますので、事前に準

備をお願いします（チェックシートは本協会ＨＰまたは下記よりダウンロード可能です）。

▽Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ 形式

https://onl.tw/jtWKF7J

▽ＰＤＦ 形式

https://onl.tw/2VuLb4P

（２）受付時、ソーシャルディスタンスを確保するため、担当者の指示に従って対応頂くようにご協力願います。

【キャンセル・欠席について】

（１）講習会の申請をされても受講料未払いの場合は、「ＫＩＣＫＯＦＦ」審判ログイン画面の「新規申込者の状況確認はこちら」から申請を取

り消すことができます。

（２）支払後の講習会の日程変更はできません。よくご検討の上、お申込みください。

（３）受講料支払い後のキャンセル及び講習会の当日に欠席をされた場合は、２０２3年７月末頃に受講料（1650円）と手数料（７００円）

を差し引いた金額を為替にて返金いたします。

▽返金額 一般：3,８00円 ユース：１，８００円

※為替の郵送先は、講習会申込み時のご住所になります。

※講習会費用とは別にシステム利用料が１１６円～２００円かかりますが、これは返金されませんのでご了承ください。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

